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1964年新潟地震による新潟市の上水道およびガス施設の震災復旧(その2)

RestoratlOnS Of Water Supply and Clty Gas Systems ln the City Of Nligata

after the 1964 Nilgata Earthquake (Part 2)

片　山　垣　雄*･増　井　由　春*

Tsuneo KATAYAMA and Yoshiharu MASUI

1964年新潟地震により新潟市の上水道とガス施設が受けた被害とその影響を,主と

して地震後の対応と復旧蓮過に注目して,多数の原資料と既刊の報告書をもとに再

構成したものである.生産研究第33巻　第1号の(その1)に続き,(その2)では

都市ガス施設の復旧過程,全体のまとめ,および参考資料のリストが示されている

4.ガスの被害と筏旧

4. 1　地霊当時の都市ガス施設

地震発生当時,新潟市にガス供給を行っていた北陸瓦

斯(秩)紘,新潟市,長岡市,三条市,加茂市および亀田

町を供給エリアとし,約72.000戸の需要家を擁していた.

新潟市および亀田町を供給エリアとする新潟営業所の規

模の概略を表3に示す.新潟市内の供給は表3の亀田工

場を除く5つの工場で行われていた.新潟営業所の新潟
･関屋･沼垂･山ノ下工場における供給系統の模式図を

図15に示す.各施設の地図上の位置は図16に示されてい

る.新潟営業所の管内でも,内野および亀田工場の供給

エリアはほとんど無被害であった.亀田工場では若干の

トラブルが発生し地震後供給を停止したが,翌17日午前

10時には再開している.内野工場は平常通りの供給を続

けた.大被害を受けた新潟･関屋･沼垂･山ノ下工場が

表3　北陸ガス(株)新潟営業所の規模の概要

供給担 假冽h彿�B�供給能力 �7ｨ8ｸ5��ｲ�vY|｢��2��杏.支管延長 
当工場 宙ﾌｲ��(m3/h) �(m) 

新 渇 営 莱 所 ��hｨ2�19,986 唐ﾃS���3基11,832 ���2ﾃs�2�関屋 ���ﾃ3Sr�9,500 �332ﾃ����

沼垂 湯ﾃイ��3,700 �#2ﾃ����91,037 

山ノ下 迭ﾃ#S2�2,700 �#2ﾃc���

内野 鼎#��1,300 ��"ﾃ����9,808 

亀田 ��ﾃ�唐�800 ��"ﾃ����18,917 

合計 鼎rﾃ�SB�26,500 ��#Sbﾃ#3"�313,545 

図15　北陸瓦斯(秩)新潟営業所の供給系統模式図3)

*東京大学生産技術研究所　第5部
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担当する供給エリア内の需要家数は約45,000戸,埋設本･

支管延長は約300kmであった.行政区域の本庁･入舟･

関屋･沼垂･山ノ下にほぼ相当するこの4工場の供給エ

))ア内のガス普及率は約84%であった.

当時の北陸瓦斯は地下から採取する水溶性天然ガスを

原料とした都市ガス供給を行っており,製造工場といっ

ても,天然ガスに空気を混入して熱量調整し,圧送する

だけであった.図15に示されるように,原料の天然ガス

は帝国石油(秩)内野操作場と北陸天然瓦斯興業(秩)海岸

鉱山基地(図中に6B, 9Bと示されている)から輸送

管で各工場へ送られていた.本質的には4つの工場のす

べてが1本の輸送管に漁っており,東新潟へは万代橋を

越えて送られていた.工場で調整されたガスは,各工場

からの直接低圧供給と西新潟8箇所および東新潟2箇所

の地区ガバナーで減圧されて需要家に供給されていた.

おもに需要ピーク時に供給する貯留ホルダーは4工場で

10基設置されていたがすべて傾斜･損傷などの被害を受

けた.

4.2　地震後の対応

東･西新潟の4工場ともに地盤変状の特に著しかった

地域にあり,液状化による噴砂,構内配管の破損による

ガスの噴出, ,振動によるホルダーの越水などで大惨状を

呈した,地震の揺れがおさまった時点で,各工場とも受

入れ･送出パルプが閉止されたが,いずれにせよ停電に

より圧送機器は停止した,管内ガスも管路被害の大きさ

から考えて短時間に放散してしまったものと思われる.

地震後20分足らずで新潟市を塾い始めた津波による浸

水は各工場のとくに電気･機械機器に潰減的被害を与え

た.構内配管などは地震動や地盤変状により大きな被害

を受けたが,浸水という二次的被害によって復旧見通し

がまったく立たない結果となった.幸いにも床上20cm

程度の浸水ですんだ関屋工場では当日中に水が引き,夕

刻から排泥作業が開始された.当時,北陸瓦斯本社は新

潟工場にあったが約1mほどの床上浸水のため災害対策

本部の役をなさないので,翌日から関屋工場へ本部を移

し,本格的調査を開始することを決めた.これが,地震

発生当日中になされた唯一の決定だったと思われる.

ちょうど夏季にあたり,西新潟の需要は関屋からの送

出でまかなえるとの判断から,新潟工場の復旧は後まわ

しとする方針がとられ,当面は関屋工場の復旧に全力を

投入することとなった.浸水地域の排水作業の進展に伴

い主要道路がはば通行可能となった6月22日頃から,東

新潟の沼垂･山ノ下工場の復旧が開始されたが, 7月初

旬の大雨による浸水を再び受けたため,構内施設･配管

の本格的復旧は7月10日頃からとなった.

4.3　応急復旧と供給再開(その1)

関屋工場に全力を傾注することに決定した復旧作業は

17日早朝の被害状況調査から始惑った.まずガス源の1

2
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図16　北陸瓦斯(秩)新潟営業所の主要導管復旧工事の

流れ(表4参親)

表4　主要導管復旧工事の内容と工事期間(図16参照)

番号 儘磯i>�vR� 

西 ���海岸6基地と松波町低EE哲適格工事 ��

2 �� 

3 丶8ｭﾘｮ�&������H,ﾉt��xｬx�9yﾒ� 

4 �� 

新 迭�関屋～白山(G)中EE管修理 ��

6 僮(�"в����ﾈﾄ�瓜ｨｯ"�(h汯ｬx�9yﾒ�6月29El～7月23日 

渇 途� 度ﾈ���?ｨ��以���?｢�8 ��ﾈﾄ�瓜ｨｯ"����hｨ8ｭH,ﾉ(h�9MｹtIyﾒ� 

9 丶8ｭﾘｮ�&����hｨ9n(,ﾉt��xｬy�i�ﾒ�9月198-11月llEl 

10 �� 

沼 免ﾂ�新潟交通と沼垂問頼通管避絡工事 度ﾈ繪?ｨ��以��?｢�

垂 ��"� 度ﾈ�#�Vﾈ��以�)?｢�

13 傲��(��>ﾈﾕ｢в�(h汯ｬx�9yﾒ�7月8El～7月31El 

山 ノ ��B� ��

15 �� 

下 ��b� 度ﾈ���ふ以續Vﾂ�

17 ��7月10日 

つであった海岸鉱山の計6基地の集ガス管3,743mは約

600mの石綿管を含んでいたが心配された被害は全く発

生しなかった.もう1つのガス源である帝石内野も被害

がなかったことから,内野から海岸鉱山9基地までの輸

送管2,667mの漏洩調査が行われた.図16は主要な応急

復旧工事を示したもので,表4は図16の工事番号に対応

する工事内容をあらわしている.

当初は,天然ガスを関屋工場へ送り込み,関屋からの

低圧供給とする方針であり,図16の工事2, 3, 4の路

線調査が17日から開始された.しかし,海岸鉱山基地か

ら関屋工場に到る輸送管および関屋工場の構内低圧配管

の被害が大きかったため,この復旧方針は再検討を余儀

なくされた.幸い電気･機械機器等の設備は大部分使用

可能であることから急きょ中庄ライン復旧によりガ′ヾナ
ーを介しての供給再開に変更された.しかし,このために

は機器･配管の整備などにある程度の時間が必要であり,

さしあたって,被害が相対的に少ない西新潟の南西部お

よび海岸寄りの地域に対しては海岸基地から直接低圧供

給することとなった.これに伴い既存の輸送管と低圧管

を連絡する図16の工事1が始められ,さらに上記地区の

ブロック化をはかるため18日夕刻までに38箇所の本･支
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写真4　関屋工場寄りの輸送管･中庄管の掘起こし作業

(北陸瓦斯(株)提供)

管切断作業が行われた.帝石内野と海岸基地を結ぶ¢ 150

mm被覆鋼管(一部スパイラル鋼管)の被害3箇所は19日

までに復旧された(図16の工事2).海岸基地から関屋工

場までの輸送管延長1,467mは¢ 250mmメカニかレ鋳鉄

管であったが,関屋工場寄りの関屋新町･川岸町地区約700

mm区間は地盤変状が甚しく,仮配管による復旧となっ

た(図16の工事3).関屋から金衛町ガバナーまでの中庄

管も約700mが被災したため,約450mを路上配管とし,

残る250mは輸送管と平行して復旧となった(写真4参

照).使用の可否が心配されたガスホルダーは,山ノ下工

場の1基(600m3)を除いて,応急修理を行うことで被災

前の貯留能力の56%(29,300m3)が確保された.各工場

別の震災前の貯留能力に対する比は,新潟78%,関屋53

%,沼垂34%,山ノ下33%となったが,当面の需要に支

障がないことから供給導管の復旧にあわせた復旧を行う

こととなった.

18日夕刻に通電した関屋工場では,中庄供給に向けて

の電気･機械機器の整備が進められ, 23日には圧送機1

台の修理が完了している.一方,関屋とはぼ同時刻の通

電となった海岸鉱山基地は19日早朝から圧送機器の試運

転が行われ,異常のないことが確認された.

供給再開は地震発生5日目の6月20日であった.図16

の工事1の完了に伴いブロック化された西新潟北部浜手

地区の約2,000戸に対し,海岸6基地で熱量調整されたガ

スを輸送管から直接低圧管に送り込み,エアーパージを

行い正午からの供給再開となった.工事2, 3の完了に

より原料ガスを確保するとともに,工事4で軽被害地区

へ供給する金衛町ガ′ヾナ-を稼動させ, 25日正午過ぎ約

8,000戸の需要家へ供給再開した.この時点での供給は金

衛町･東洋ガス･小針のガ′ヾナー供給地域分と海岸基地

からの直接供給分を合わせて約10,000戸であった.26日

には海岸基地をさらに3箇所稼動させ,ガス源の増強を

はかった.また27日には関屋工場の中庄用圧送機7台申

5台の整備が完了した.
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写真5　供給再開に向けての低圧管の気密テスト

(北陸瓦斯(秩)提供)

4.4　応急復旧と供給再開(その2)

6月28 El, 17日以降の復旧状況を検討した結果,緊急

復旧計画が立案された.この計画の背景には,関屋･新

潟･沼垂･山ノ下の4工場を結んでいる天然ガス輸送管

は信濃川沿いに敷設されている部分で大被害を受け,そ

の早期復旧は困難であること,被害の比較的少なかった

関屋工場の完全復旧により西新潟の夏季需要をまかな

えること,沼垂および山ノ下工場は新規にガス源を得る

ことが可能であること,という判断がある.また,全需

要家への供給再開を11月末までとし,全壊･半壊等の復

旧不能･復旧遅延を除く需要家に対する供給を9月20日

までとする計画であった.

7月15日,各方面からの強い要望により,さらに工期

を1か月短縮し, 10月末を終了目標とする第2次復旧計

画の立案となったが,これは基本的には(1次の)緊急

復旧計画と変わらず,工期短縮のために必要最小限の資

材･労力をもって弾力的な供給方法をとろうとするもの

であった.この計画により,西新潟,沼垂および山ノ下

工場の供給エリアを工事区ごとのブロックに分け,中庄

ラインの復旧が完了した地域から供給再開することとな

った(写真5参偲).

西新潟の供給再開は1次の緊急復旧に引続き,図16の

5以降の工事が進められ,白山ガ′ヾナー7月10日,西掘

ガバナ-7月12日頃,刑務所ガ′ヾナー7月25日,理学部

ガバナーが8月11日にそれぞれ稼動するに至った.工事

8の完了により, 8月10日からは新潟工場に臨時のガ′ヾ

ナ-を設置して供給を開始している.しかし,関屋から

のみの圧送では徐々に増える需要家-の供給が冬季に向

け不足することから,工事9の海岸鉱山基地から新潟工

場までの天然ガス輸送管( め 200mm,延長4,300m)が新

設されている.この工事により,原料ガスを新潟工場へ

送ることができたのが11月11日,新潟工場からの圧送供

給再開は11月24日であった.

東新潟の沼垂地域では,沼垂工場のガス源確保に帝石

3
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･新潟交通(椀)の既設ラインを利用することとし,この

新潟交通と沼垂工場とを結ぶ約200mの輸送管新設工事

が7月8日から8月1日まで行われた(図16の工事11).

山ノ下工場では当初2ルートの天然ガス受入れが考えら

れていた. 1つは日本瓦斯化学工業(秩)のライン(延長

1,200m)を利用して山ノ下工場へ天然ガスを送るもので

7月10日から復旧工事を開始したが,管内の浸水･砂の

混入などの被災多大のため, 19日工事を打ち切った. 7

Jニー:,:‥=‥=琶:遠さ: 

-‥=~二~6月 

Eヨ7月中 ��

盟8月中園10月中 国9月中層田11月,12月中 坪ｩ2�

図17　地域別に見たガス供給再開状況
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図18　系統別に見たガス供給再開戸数の伸び

6月　7月　　8月
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月20日からは,もう1つのルートである工場近くにある

帝石ラインから¢ 150mm鋼管を70m恢敷設する工事を

行い8月2日完了した(図16の工事12),ガス源の確保で

きた沼垂工場では, 8月1日午前10時南校ガバナーを稼

動させ約180戸に供給再開した, 8月2日山ノ下工場で

も午後1時から784戸への供給を再開した.

図17に地域別にみたガスの供給再開のようすを示す.

図18には系統別にみたガスの供給再開戸数の伸びを示し

たが,最初に約20%の復旧率に遷して以降,重被害地区

の供給再開は難行した.図19に緊急復旧計画による作業

工程と実際の復旧作業の期間を比較したが作業の遅れは

明瞭である.被災の程度が当初の予想をはるかに上回る

ものであったことは事実であるが,復旧作業遅延の原因

の1つに作業人員確保の問題があろう.図20は,ガス導

管復旧に従事した人員を7月28日までの期間について示

したものである.地震発生から7月4日までの稼動人員

は約4,000人,同じく7月28日までで約15,000人となっ

ている.一応の応急復旧が完了した被災後6か月たった

12月15日までの導管復旧稼動人員は約67,900人といわ

れているが, 1日平均にすれば約370人程度である.各

工事ブロック別に需要家数と復旧期間から,単純に推定

した供給再開効率は図21のようになる.この図からわか

るように,西新潟の1, 2を除いてはきわめて小さい値

である. 1964年と1978年とでは工事の方法そのものに

大きな違いがあるから単純な比較は難しいが,宮城県沖

地震の際の仙台市ガス局の供給再開効率の約1 /10の値

である.また,復旧資材の手当についてみたのが図22であ

る.おもに中庄ラインと低圧本管の幹線復旧に使用され

たものであるが, 6月20日に行われた1次発注分の入荷

9月　　10月　　11月(日)12月
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導管復旧作業人員
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図20　ガス導管復旧における稼動人員
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図23　北陸瓦斯(株)の主要導管復旧工事(表5参凧)

衰5　主要導管復旧工事別の管体被害状況(図23参照)

番号 豫x霻�管径 �I+xｹyz2����被害形態(箇所) 劔被害率 (箇所/km) 俚ｸ,ﾉ���?ﾂ偉r��工事延長 (m) 儘稲ﾒ�復旧人員 (人) 兀ﾈｸﾈﾏ越b��''bﾄ���
破損 僵(*��ゆるみ 儻I���郢�ﾒ�

1 �))52ﾄﾒ�(10) ��ﾃ#���0 唐�0 ���6.7 都���1,860 弌ﾂﾉ�bﾈ崢�819 �"綯�

鋳鉄,M 茶ｒ�950 ���0 釘�1 澱�2�125 

2 �))52萪�(8) ��ﾃc�2�3 �2�0 ���3.7 田��211 佝��1,120 ��紕�

3 �))52ﾄr�(6) ��ﾃc�R�2 釘�0 迭�6.8 �32�146 弌ﾂﾂ靼��211 途縒�

4 �>rﾉv��｢�150 ��ﾃ�#b�0 ���0 �"�1.8 ���1 佝��24 鼎b纈�

5 �>rﾈ,ｸ+b�50 ��ﾃc#��0 釘�0 �"�3.7 �����870 弌ﾉ�b�238 澱繧�

6 �))52蚌�(10) 田c��1 �"�0 ���4.5 ��sb�736 弌ﾂﾈﾘ�����284 �"綯�

7 �>rﾉv��｢�300 ��紊���5 ���0 ���4.1 辻�1,110 弌ﾂ�- 辻�

8 �))52ﾄr�(10) 都モ�1 �"�0 ���3.8 �#S��788 佝なﾘ��739 �����

9 �>rﾉv��｢�200 ��ﾃ�コ�0 ���0 ���0.8 辻�1,185 俐ﾉ�R�5 �#3r�

鋳鉄,G 茶b��1,695 ���2 途�0 迭纈�20 迭ﾃCcr�修理 田モ�7.9 

鍋,溶接 ��S��52 辻�- 辻�- 辻�- 

鋳鉄,G 茶B��1,385 辻�- 辻�- 辻�- 

鍋,ねじ 都R�200 辻�- 辻�- 辻�- 

鍋,ねじ 鉄��2,135 ����- 辻�- 釘縒�- 

鍋,溶接 ��S��649 �"�1 釘�1 ��"�2�- 田C��修理 �#�B�3.0 

10 �>rﾉv��｢�150 都#r�6 �2�0 ���9.7 辻�727 �5�ｸ��114 澱���

鋳鉄,G 茶b��700 途�3 ���1 ��R縒�- 都���敬 

ll �))52ﾄﾒ�(8) ��纉S��2 �2�0 �"�3.6 辻�- 辻�- 辻�

管径:ミリ, ( )はインチ.付属施設:水枚器,等.破損には折れを含む.鋼管のゆるみは漏れ

工程:改-改修,香-入着,仮-仮敷設,新一新設.



54　　　33巻2号(1981.2)

が6月末からとなり, 100%の入荷となったのは8月下旬

であった. 2 ･ 3次発注分については1次分よりもさら

に入荷状況は悪く,完納は11月下旬となった.

上水道と同様に,ガス導管被害の全体的把握は不可能

である.北陸瓦斯(秩)供給課に永久保存されている,｢昭

和39年度本支菅工事報告書綴｣ (西新潟分)から,当時の

被災･復旧の状況をかいま見ることができる.信濃川左

岸の昭和大橋から下流沿いでは潰滅的被害を受けている

が,早期復旧を最大の目標としていたこともあり,被災

導管の実態が残されているのはきわめて一部分に過ぎな

い.この資料から,工事延長と復旧人員がわかる195の

工事についての平均の管路復旧延長を求めると4m/人･

日程度となった.図23と表5に記録の残されている主要

導管復旧工事の内容と導管被害の概略を示した.ちなみ

に,表5で求めた平均の管路復旧延長は約3m/人･日と

なる.

5.あ　と　が　き

将来発生するであろう地震災害に対して,現在,各都

市などにおいて地震防災･震災復旧計画が立案されてい

る.今回参照した多くの資料の中には当事者ならではの

貴重な観察や提言があった.それらの当否については議

論の余地もあろうが,新潟地震の教訓を生かすための参

考として,いくつかをかかげてあとがきとしたい.

緊急給水:給水車緬の確保･運用に時間を要した.袷

水計画は浸水･道路被害の影響を受けた.配水池からタ

ンクに充水するのに苦労した.角型容器(ポリタンク)

への充水に苦労した. T市で用意したポリ袋90,000枚

は使用されなかった.ドラム缶に充水するのに消防ポン

プを利用したが,手数と時間を要しその上無駄に流れる

水の量が相当あった.ドラム缶は充水･給水に不便であ

り,後日サどの問題が起きた(水道局ではドラム缶から

の給水に対して地震当日サイフォン作りを行った).ドラ

ム缶の下部に給水栓が望ましかった.給水車緬の配分に

ついて道路状況を考慮すべき.給水地点を決めておき,

配置すべき車柄･人員を明確にし,拠点相互間の移動は

避けるべきであった.上乗り要員は地理に明るい職員を

配置し,不足は町内会･自治会からの補充が望ましい.

救援隊は人員･装備･資材をそろえて単独行動できる体

制が望ましい.

上水道復旧:津波が来るということで図面等を持ち出

した.配水池からの送出′ヾルプを閉止した.被災導管の

情報収集は,津波等の恐れがあったことから,職員を帰

宅させその行き帰りに被災箇所を確認させた.被災導管

がインチ管であったことから資材確保に苦労した.分水

栓での損傷が多かった.異形管類の被災が大きかった,

折損修理用の割継リング等の材料がほとんど使用されな

かったのに対し継輪が不足した.大口径管(700mm)の

6
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被災箇所の発見はむずかしい.制水弁の適正配置の必要

性を感じた.資材の調達指示が対策本部以外からも出さ

れ,誤報等もあったことから判断に迷い,出荷が見合わ

せられたケースがあった.異形管の到着が遅れた.共用

栓の設置位置に苦労した.共用栓の設置終了後,需要家

への仮配管からの給水許可は優先順位が守られなくなっ

た.復旧人員の不足を感じた.

都市ガス復旧:構内配管のうち電気溶接鋼管は全く被

害がなかった(山ノ下工場).ねじ接合部は外見上の異常

がなくてもテスト加圧でほとんど漏えいした(新潟工場).

外見上の被害は少ないが,損傷部分からの土砂･水の浸

入でほとんど使用できなかった(沼垂工場).鋳鉄管のゆ

るみが目立ったが,セメントコ-キングよりも鉛かしめ

の方が復旧作業が容易である.支管･供給管の被害はほ

とんどがねじ接合部の折損であった.津波による浸水で

無線装置が水没した(山ノ下工場).一般配管図の他,也

区別に分割した詳細図の整備の必要性がある.供給不要

管の整理が必要である(被災箇所発見の際,死管がある

と発見しにくい).工場の配置･資材および車軸等の配置

は台風･洪水･震災等の災害を考慮して行う必要がある.

掘削用重機械がなかった.地下水位の高い所では被災箇

所から土砂や水が浸入し,復旧作業を複雑にした.復旧

の最大のネックは配管工の不足であった.土工の大量稼

動が7月上旬からで,それまでは配管工が掘削を兼ねた.

上水道･道路復旧とのかねあいもあり,復旧計画の修正

も発生した.上水道等の工事がいっせいに始まったこと

から配管工の獲得に苦労した.農繁期に入り土工が急減

した.バラバラであった構内配管のしゃ断弁等の統一を

はかった復旧を実施した.
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